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12 月の休館日情報 
 

・中央公民館 12/5,12,18,23,26,29～1/4 

・地区公民館 12/4,5,11,12,18,19,23,25,26,29～1/4 

・町立図書館 12/5,12,19,23,26,29～1/4 

・スポーツセンター 来年の３月末まで 

 生涯学習だより 

 

 
 

 

  
 

第４１回町民文化祭 
～町民皆さんの作品＆素晴らしい舞台発表に歓声と拍手～ 

 

地域文化の伝承、発展、交流を目的として１０月２５日

（火）～１１月６日（日）まで町民文化祭の展示、１１月

３日（木）に舞台発表が開催されました。 

展示部門では、中央公民館ロビーに町民の皆さんの力作

を展示し、たくさんの人々に観ていただき興味を持っても

らうことができました。 

２年ぶりの開催となった舞台発表は、約３００名の来場

で、迫力ある太鼓の音色“置戸山神太鼓愛好会”や、全国

大会出場を目指す“置戸中学校リコーダー部”、“秋田Ｋ

音楽部”など１０団体の発表がありました。 

また、今年は特別ゲストとして、板本麻見バレエアカデ

ミーの皆さんによる“フラメンコ”が披露され、華麗な踊

りに歓声と拍手が送られていました。 

お茶会や喫茶コーナー・食改さん協力によるバザーのう

どん・そばも大好評で、来場者の笑顔を見ることができました。 
 

文化功労賞 髙橋和夫 さん・文化賞 水嶼浩一 さん 
 

町文化連盟（田村昌文会長）による文化賞授与式では、置戸

町の図書館活動の黎明期での活躍、郷土史研究会の創設、置戸

叢書や町史など地域の歴史や文化を伝える多くの書物の編纂、

さらに長く置戸タイムス紙主筆を勤められ髙橋和夫さんに、長

年の地域文化振興の貢献に対して文化功労賞が贈られました。 

また、約２０年にわたり「コーラ

スサークルそよかぜ」の指揮者とし

て指導され、昨年の開町 100周年記

念事業「町民構成劇」では合唱指導

に加え、音楽監督を努められた水嶼

浩一さんに、文化賞が贈られました。 

文化連盟５０周年特別表彰も 
さらに今年は文化連盟結成５０周年を記念し､各団体で永年にわた

り活動を続け､地域文化に貢献された次の１４人の方に感謝状が贈呈されました。 

熱海紀一・大矢孝男･川瀬スミ子・三瓶千枝子・杉本敏子・須藤久義・高垣常子・橋本美智子 

早坂るい子・福手和子・堀合タツ子・千葉杉栄・東海林幸子・松井奈保（敬称・所属省略） 
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文化功労賞受賞記念 髙橋和夫氏業績展 期間 １２月１日(木)～１８日(日) 

（文化連盟・図書館共催）       場所 置戸町立図書館 
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１２月のお話し会 
日時 １２月３日（土） 午前１１時  

場所 図書館お話しコーナー 

※１２月のこどもシアターは読書感動のひろ

ばで集会室使用中のため、おやすみします。 

年末年始の休館のお知らせ 

１２月２９日（木）～１月４日（水） 

新年は１月５日（木）より通常どおり

開館します。 

図書館 
 

～小学生のみなさんへ～  どくしょクイズのクイズを発表します 

クイズの答えは、つぎのとおりです。２もんとも答えがあっていた人には、きねんひんをよう

いしました。答えのあっていた人のなまえは、としょかんにはってあります。 

☆きねんひんは冬休みがおわるまでに受け取りにきてくださいね☆ 
 

１ねんせいのもんだい こたえ ４年生の問題 答え 

オオカミのえものは【    】だ 
エゾシ

カ 

【   】はげっそりしたかおで

いいました 
赤おに 

【         】は、もう 

きこえない 

オオカ

ミの遠

ぼえ 

【     】はたちあがって、

こぶしをにぎりしめてさけびま

した 

龍の子 

太郎 

「エゾオオカミ物語」より 「龍の子太郎」より 

２年生のもんだい こたえ ５年生の問題 答え 

じょーじは、かわいいこざるでした

が、【         】でした 

とても 

しりた 

がりや 

この雄大な【      】の 

景観と、そこに咲く草花を見せて

やりたくて 

知床の 

大自然 

いまや、じょーじは、 

【        】です 

えいが 

はいゆ

う 

音を立てて沢をくだる 

【    】は、合流しあって 

海にそそいでいます 

雪どけ水 

「ひとまねこざる」より 「楽園」より 

３年生のもんだい 答え ６年生の問題 答え 

おなじかみでも、【     】、

つよさがちがってくるんですね 

まげた

りおっ

たりす

ると 

ですから、わたしたちの住む 

大地も、【        】で

す 

森林の 

おくり 

もの 

【      】、とてもつよく 

なることがわかりましたね 

かたち

をかえ

ると 

森林は、【        】 

も、つくりだしてくれました 

もっと 

かわった

風景 

「よわいかみつよいかたち」より 「森は生きている」より 
 

読書感動のひろば作品展 
「読書・感動のひろば」への 

作品の応募ありがとうござ い 

いました。 

応募いただいた作品は、 

全て集会室にて展示いたし 

ます。たくさんの皆さんの 

ご観覧おまちしています。 

期間 １２月３日（土）～２５日（日） 

場所 図書館集会室  

 

 

 

 

 

「置戸町ファーストブック 

プレゼント事業」 
～絵本の選定リストから 

選ばれた本をプレゼントします～ 
 

置戸の赤ちゃんのすこやかな成長を

願って０歳児に絵本を２冊プレゼント

する事業です。今回は平成２８年２月か

ら７月までに生まれた１０名の赤ちゃ

んに絵本を贈ります。 

プレゼントは、１２月１３日（火）の

「ひよこクラブ」にて行います。 
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森林工芸館 
 

 

日本の手仕事道具 −秋岡コレクション− 

No.23「農作業具類」発刊のお知らせ 
 

森林工芸館では、日本の手仕事道

具 -秋岡コレクション- No.23「農

作業具類」を１２月中旬に発刊しま

すのでお知らせします。 

  No.23「農作業具類」では、現在

でも使用される鎌（カマ）や鍬（ク

ワ）のほか、農作業時に使用されて

いた笊（ザル）や籠（カゴ）を掲載

しています。また、運搬用に使用さ

れていた樹皮を材料に作られた背

負い籠や、デザインの面白い箕（ミ）

など、今では珍しい資料も掲載しています。 

 掲載資料のほとんどは自然の素材を使い、手仕事で作られたものです。身近にあった素材だか

らこそ、その素材の特徴はよく理解され、最大限活かされた道具類が生まれたのではないかと感

じられます。モノクロ解説ページを含めた 143ページ、税込価格 1,500円(町民価格 1,000円)で

す。購入をご希望の方は、森林工芸館にてお求めください。 

 

「漆塗りのお箸をつくろう」〜どま工房企画展 関連ワークショップ〜 
 

 どま工房で開催していた企画展「職

人仕事を支える道具」に関連したワー

クショップが、１０月２２日(土)と１

１月５日(土)に行われました。 
  

今回のワークショップでは、豆鉋で箸

を削り出すことから作業をはじめ、漆

塗りは北見で塗師をされている菅原さ

んを講師に、「木固め」と言われる漆

塗りの基礎となる作業を参加者の皆さ

んで行いました。 

漆塗りには様々な工程があり、１日

ではその全てを行うことはできませんでしたが、参加された皆さんは普段目にする機会の少ない

漆について菅原さんに質問をしたり、会話を交えながら和やかな雰囲気で作業を進めていました。 

 作業終了後には、「実際に手にして説明を受けることで、遠くに感じていた漆が身近に感じる

ようになった。」「作業の工程を知ることで製品を手にした時にその裏側を考えることができる

ようになった。」などの感想をいただきました。 
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公民館・社会教育 
 

  

演劇「イシノマキにいた時間」公演 

～笑いあり、涙あり、感動あり～ 
  置戸町芸術文化鑑賞協会（岩藤孝一会長）主催

の「イシノマキにいた時間」演劇公演が１１月１

２日（土）に中央公民館で開催され、約２００名

が来場されました。 

本公演は、２０１１年３月１１日に発生した東

日本大震災後の石巻市でのボランティア活動を

題材とし、被災地の状況や、どのようなボランテ

ィア活動があったのか、そしてそこで活動する

人々の葛藤などが伝わる心温まる演劇でした。 

来場者から「改めて忘れてはいけないと感じた」「これからでも自分にできることを考えたい」

など、演劇を通して改めて震災が人々に与えた様々な影響と、その後の東北地方に思いを寄せる

声が聞かれました。 

また、同時開催された「いしのまきのあさ」写真展では、

今の石巻市を伝える写真が多く展示されました。写真家の鈴

木省一さんが一枚一枚にメッセージを添え、被災とは何か、

復興とは何か等、人々の心に問いかける素晴らしい写真展で、

公演後も多くの人が魅入っていました。 

 

おけと大学公開講座 講師は毎回面白い話が満載の平野教育長 
  

おけと大学では、置戸町教育委員会の平野毅教育長による講演講座を開催し

ます。「学校を考える」をテーマにお話していただきます。 

今回は公開講座となりますので、たくさんのご参加をお待ちしております。 
  

日 時 １２月６日（火）１０時～ 
  

場 所 中央公民館 多目的ホール 
 

育連協から「スポーツ交流会」開催お知らせ♪ 
  

置戸町地域子ども会育成連絡協議会主催の「スポーツ交流会」が１２月３日（土）９時１５分

から置戸小学校体育館で開催されます。当日は「ドッジボール大会」を地域の子どもたちが一生

懸命プレーしますので、たくさんのご来場・ご声援をお待ちしております。 

 

第３８回全町女性交流会 １２月４日(日)開催 
  講演は､弁護士の山田正彦氏､ＴＰＰの全容を語ってくださいます。 

  女性に限らず､関心ある方はどなたでも参加できます。 

  詳しくはチラシ参照の上､中央公民館までお申し込みください。 
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公民館・社会教育 
 

  

置青協「代行サンタ」を実施します♪ 
地域で活躍する青年が所属している置戸町青年団体連絡協議会（略称

「置青協」 石塚貴士会長）では、今年もサンタクロースに扮装して、お

預かりしたプレゼントを子どもたちにお届けいたします。お預かりしたプ

レゼントは、下記の時間でお届けさせていただきます。お届け時間の指定

はできませんが、この機会にぜひご利用ください。 
  

◆配達時間  １２月２３日（金）午後７時３０分～８時３０分 
  

◆対象の方  小学校入学前の幼児（幼児と同じ世帯の小学生は可） 
  

※プレゼントは、原則１２月２１日（水）までに中央公民館事務室までお預けください。 

※その他、詳しいことは中央公民館までお問合せください。（電話５２－３０７５） 
  

 

社会体育 
 

冬季体育施設の利用について 
【南ケ丘スキー場】 

 

期 間  １２月２４日（土）～平成２９年３月１１日（土） 

          ※ 積雪の状況により上記期間を変更する場合があります。 

            休業日：月曜日及び１２月３１日～１月２日 
 

時 間  日中：午前１０時から午後４時３０分まで 

夜間：午後５時３０分から午後９時まで  

（１２月中及び日曜は夜間なし） 
 

料 金（リフト使用料）  

券  種 大 人 小人（中学生以下） 

シーズン券 10,490 円 5,240 円 

１日券（日中） 1,040 円 520 円 

ナイター券（夜間） 520 円 300 円 

１回券 110 円 50 円 

回数券（１１回） 1,040 円 520 円 

  

連絡先 スキー場ロッジ（電話 52-3085）、 教育委員会社会教育課（電話 52-3075） 

 

【歩くスキーコース】 
 

期 間  １２月２４日（土）～平成２９年３月１１日（土） 
 

場 所  おけとパークゴルフ場内周回コース 
       

コース入口は、おけとパークゴルフ場第２駐車場です。 

    ・ご利用の際は、スタートに設置してある利用簿にご記名ください。 

    ・中央公民館（電話 ５２－３０７５）で用具貸出しています。 

    ※数量、サイズに限りがあります。 

・スキー場オープン後に 

ロッジで販売します。 

・シーズン券購入の際は、縦 3 ㎝ 

横 2.5 ㎝の顔写真をご用意ください。 
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公民館・社会教育 
 

  

 

 

 

置戸町では、置戸小学校の子どもたちが毎年夏休み・冬休みに中央公民館に集まって自習をす

る「学習サポート事業」のボランティアを募集します。 

指導は小学校の先生が行いますが、子どもたちの横で見守りながら簡単なアドバイスをしてい

ただける方を探しています。 

 “勉強を教えるなんて”と気後れしそうですが、子育て経験のある方ならご自分のお子さんが

小さかったとき、横について見守っていた方が意外に多いのでは？ 

 お手伝いいただける方は中央公民館までご連絡ください。 
 

月 日    平成２８年１２月２６日（月）～２８日（水） ３日間 

          平成２９年 １月１０日（火）～１１日（水） ２日間 計５日間 
 

 ※５日間のうち参加できる日をご連絡ください。 
 

時 間  午前１０時～１１時３０分 
 

 申込み  １２月２０日（火）までに中央公民館へ 

      電話５２－３０７５ ＦＡＸ５２－３１６９ 
 

 

  

 

 

１ 

（木） 

置戸小４・５・６年 14：00 

拓実 16：00（渡辺） 

16 

（金） 

秋田あそぼう舎 14：30 

北光 16：30（城岡） 

境野公民館 17：00 

２ 

（金） 

置戸小学級文庫 14：20 

川南 16：00（小山・小建・高谷・大和） 

境野公民館 17：00 

20 

（火） 

置戸小４・５・６年 14：50 

くるみの会 16：00 

13 

（火） 

どんぐり長時間園児 15：30 

常盤 16：45（工藤） 

21 

（水） 

置戸小１・２・3年 14：00 

置戸中学級文庫 15：35 

14 

（水） 

秋田市街 14：30 

常盤 16：00（葛葉・笛田） 

27 

（火） 

くるみの会書架入替 14：00 

15 

（木） 

常楽園・緑清園 13：30 

北光 16：20（倉本） 

雄勝 16：40（小木） 

幸岡 17：00（井上） 

28 

（水） 

どんぐり 14：00 

（絵本コーナー入替とラッコ園児） 

 

「 図書館新着図書情報 」 
■児童書■六時の鐘が鳴ったとき（井上夕香）王様に恋した魔女（柏葉幸子） 

■一般書■林業がつくる日本の森林（藤森隆郎）気仙沼ニッティング物語（御手洗瑞子） 

うつわを愛する（祥見知生）おじいとおばあの沖縄（武藤新二） 

「里山」を宮崎駿で読み直す（小野俊太郎）やり抜く力（ｱﾝｼﾞｪﾗ･ﾀﾞｯｸﾜｰｽ） 

■読み物■ジェリーフィッシュは凍らない（市川憂人）世界一ありふれた答え（谷川直子） 

天を灼く（あさのあつこ）あなたのいない記憶（辻堂ゆめ） 

 

 


